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写真－都市計画マスタープラン等策定委員会 

 

写真－都市計画審議会 

 

写真－コミュニティとの意見交換 

 

第８章 参考資料 

 

１ 策定の経緯 

  (1) 策定の経緯 

 

 

 

 

 

 

開催年月 内容 

2017年７月５日 

（平成 29年）  
第１回 日立市都市計画マスタープラン等策定委員会 

2017年８月 市民アンケート 

2017年９月～11月 関係団体ヒアリング（コミュニティ、山側住宅団地自治会、企業など） 

2017年 11月９日 第２回 日立市都市計画マスタープラン等策定委員会 

2018年２月２日 

（平成 30年） 
第３回 日立市都市計画マスタープラン等策定委員会 

2018年３月 市民意見募集（３/12～３/30） 

2018年５月 29日 第４回 日立市都市計画マスタープラン等策定委員会 

2018年７月 27日 日立市都市計画審議会（進捗状況の報告） 

2018年８月 30日 第５回 日立市都市計画マスタープラン等策定委員会 

2018年 11月 29日 第６回 日立市都市計画マスタープラン等策定委員会 

2019年２月 26日 

（平成 31年） 
第７回 日立市都市計画マスタープラン等策定委員会 

2019年５月 27日 

（令和元年） 
第８回 日立市都市計画マスタープラン等策定委員会 

2019年７月 22日 日立市都市計画審議会（進捗状況の報告） 

2019年８月 30日 第９回 日立市都市計画マスタープラン等策定委員会 

2019年 10月 
パブリックコメント（10/７～10/25 ２週間） 

市内 23コミュニティなどとの意見交換 

2019年 12月 20日 日立市都市計画審議会（計画（案）の報告及び意見聴取） 

2020年１月 28日 

（令和２年） 
第 10回 日立市都市計画マスタープラン等策定委員会 
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(2) 日立市都市計画マスタープラン等策定委員会 

◎委員長、○副委員長 

 氏名 分野等 所属先等 備考 

１ 大村 謙二郎 都市計画 筑波大学 名誉教授 ◎ 

２ 山田 稔 交通地域計画 茨城大学 教授 ○ 

３ 中島 美那子 児童福祉 茨城キリスト教大学 教授  

４ 熊澤 貴之 都市デザイン 茨城大学 准教授  

５ 秋山 光伯 

商業、工業 

日立商工会議所会頭  

６ 小峰 保信 日立商工会議所副会頭  

７ 星野 寿男 医療 日立市医師会会長  

８ 水出 浩司 工業 ㈱日立製作所電力ビジネスユニット日立事業所総務部長  

９ 浦川 昌志 商業 ㈱イトーヨーカ堂 日立店店長  

10 西名 幸司 不動産 ㈱日立ライフ  取締役不動産事業本部長  

11 大野 伊都子 地域団体 日立市各種女性団体連絡会  

12 中村 修一 地域福祉 日立市社会福祉協議会 常務理事  

13 小川 径子 子育て 女性起業家交流グループみゅーず net  

14 小川 郁夫 

公共交通 

東日本旅客鉄道㈱水戸支社 企画室長  

15 任田 正史 茨城交通㈱ 代表取締役社長  

16 石川 諒一 

コミュニティ 

日立市コミュニティ推進協議会会長  

17 作山 英一 日立市コミュニティ推進協議会副会長  

18 泉  聡二 日立市コミュニティ推進協議会副会長  

19 小貫 浩輝 学生 茨城大学 都市システム工学科  

20 堆 夏帆 学生 茨城キリスト教大学 児童教育学科  

21 春山 大樹 行政 国土交通省常陸河川国道事務所 計画課長  

22 園部 浩久 行政 茨城県 高萩工事事務所所長  
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(3) 諮問文 
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(4) 答申文 
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※区画道路…街区や宅地の外郭を形成し、交通の集散や宅地への出入りに用いられる、日常生活に密着 

した基本的な道路のこと。 

２ 用語解説 

 

（あ行） 

・空き家等 Ｐ32 

  この計画では、おおむね年間を通して居住その他の使用がなされていない建物（共同住宅や店舗等の建

物も含む。）のことを指す。これらの建物に付随する門や塀、その敷地自体も「空き家等」に含まれる。

管理不全な空き家等は、地域の生活環境や景観など、多岐にわたり悪影響を及ぼすことが危惧されてお

り、所有者・市民・行政それぞれが連携・協働をすることにより対策が進められている。 

・エリアマネジメント Ｐ77 

  特定のエリアを単位に、民間が主体となって、まちづくりや地域経営を積極的に行おうという取組のこ

と。 

「作るだけでなく育てていく」「短期ではなく長期にわたるまちづくり」「単一の主体ではなくチームで

行う」などの考え方から、官民協働型のまちづくりに向けて、全国各地で地域の活性化・課題解決・ブラ

ンド力形成などのエリアマネジメントの取組が実践されている。 

   

（か行） 

・開発行為 Ｐ19 

  主として建築物の建築又は特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質を変更すること。 

・幹線道路・補助幹線道路 Ｐ17 

  幹線道路とは、その地域の主要な地点を結び、道路網の骨格を形成する道路のこと。通常、広幅員・高

規格の道路であることが多い。 

  補助幹線道路とは、幹線道路と区画道路※とを連絡し、これらの道路の交通を集散させる機能をもつ道

路のこと。 

・既存ストック Ｐ72 

  市街地において今まで整備がされてきた道路、公園、下水道などの社会インフラや、住宅、商業施設、

業務施設などのこと。既に整備がされたインフラや施設の使い方を見直すことで、追加的なコストをかけ

ずに、多方向の観点から有効に活用しようとする動きが活発化している。 

・区域区分制度 Ｐ２ 

  無秩序な市街化を抑制し、都市の健全で秩序ある発展を図るために、都市計画区域を市街化区域と市街

化調整区域に区分して定めること。既に市街地を形成している区域（既成市街地）とおおむね 10 年以内

に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を「市街化区域」、市街化を抑制する区域を「市街化調整区

域」という。 

・区域指定 Ｐ29 

  都市計画法第 34条第 11号及び第 12号の規定に基づき、市街化調整区域内のあらかじめ指定した区域

において、既存集落の維持・保全を目的に、出身要件等を問うことなく住宅や一定の小規模な店舗、事務

所等の立地を許可する制度のこと。 

・交通結節点 Ｐ27 

  鉄道からバスなどに乗り換えが行われる駅前広場やバスターミナルのように、様々な交通導線が集中

的に結節する箇所のこと。自家用車から鉄道への乗り換えなどはパークアンドライドとも呼ばれる。 
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・コンパクト・プラス・ネットワーク Ｐ18  

  都市の拠点や生活の拠点に各種生活サービス機能や居住を集約・誘導し、人口減少下においても住民の

生活利便性の維持・向上、サービス産業の生産性向上による地域経済の活性化、行政サービスの効率化等

による行政コストの削減などを実現するためのまちづくり手法である「コンパクトシティ」を進める中

で、地域公共交通と連携して、住民が各拠点に容易にアクセスできるよう、これらの拠点間を公共交通ネ

ットワークで結ぶこと。 

 

（さ行） 

・自然動態・社会動態 Ｐ５ 

  「自然動態」とは、出生・死亡に伴う人口の動きのこと。「社会動態」とは転入、転出に伴う人口の動

きのこと。本市においては、20代男女の東京などへの転出や 30代男女のいわゆる「子育て世代」の転出

などにより、転入者数が転出者数を上回る「転出超過」が顕著である。 

・人口カバー率 Ｐ17 

  本市の人口に対し、各種生活利便施設の徒歩利用圏に居住する人口の割合を示したもの。本計画では、

行政区域、都市計画区域、市街化区域ごとに人口カバー率を算出している。 

・人口ビジョン Ｐ２ 

  少子高齢化・人口減少が進展する中で、人口の減少傾向に歯止めをかけ、将来にわたって活力ある社会

を維持していくことを目的に、2014年（平成 26年）に成立した「まち・ひと・しごと創生法」に基づい

て、各地域の人口の現状や、人口の将来展望などを提示するもの。 

 

（た行） 

・地域地区 Ｐ２ 

  都市計画法に基づき都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、建築物などについての必

要な制限を課すことにより、地域又は地区を単位として一体的かつ合理的な利用を図るために指定され

る土地利用のルールのこと。例として、用途地域、高度利用地区、防火地域等が挙げられる。 

・地区計画 Ｐ２ 

  都市計画法に基づく制度で、住民の合意に基づき、地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図る

ことを目的としている。地区の目標や方針のほか、道路や公園などの施設の配置、建築物の用途、形態な

ど、地区の特性に応じた独自のまちづくりルールを定めている。本市では折笠地区、東滑川地区、平沢地

区、日立駅前地区の４か所で地区計画が定められている。（令和２年３月現在） 

・ＤＩＤ区域（人口集中地区） Ｐ６ 

  Ｄｅｎｓｅｌｙ Ｉｎｈａｂｉｔｅｄ Ｄｉｓｔｒｉｃｔの略で、市町村の区域内で人口密度が 4,000人

/㎢以上の基本単位区が互いに隣接し、併せて人口 5,000 人以上となる地区のことをいう。都市的な地域

と農村的な地域の区分けや、狭義の都市としての市街地の規模を示す指標としても使われる。 

・低未利用地 Ｐ31 

  適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間にわたり利用がなされていない「未利用

地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度（利用頻度、整備水準、管理状況など）が低い「低利用

地」のこと。具体的には空き地、空き家、空き店舗、工場跡地のほか、耕作放棄地や管理されていない森

林などを指す。暫定的に利用されている資材置き場や青空駐車場なども含まれる。 
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・都市機能 Ｐ１ 

  都市的な活動を支えるために必要な機能の総称のこと。商業、工業、業務、医療・福祉、教育・文化、

レクリエーションなどの機能や居住機能が挙げられる。 

・都市施設 Ｐ２ 

  道路、公園、下水道など安全で快適な都市生活と機能的な都市活動に欠かせない公共施設で、都市とし

ての根幹を形成するもの。 

・都市のスポンジ化 Ｐ32 

  都市の大きさが変わらないにもかかわらず、人口が減少し、都市内に使われない空間が小さい穴が空く

ように生じ、密度が下がっていくこと。スプロールがおおむね都市の中心から外側に向かう傾向であるの

に対して、スポンジ化は、個人的・家庭的事情から発生するため中心部、郊外部、縁辺部などあちこちで

起きる事象である。本市においても駅前の中心部や住宅団地などでランダム的に発生しており、都市の抱

える喫緊の課題となっている。 

・土地区画整理事業 Ｐ22 

  土地区画整理法に基づく事業で、土地所有者から土地の一部を提供してもらい（減歩）、それを道路や

公園等の新たな公共用地として活用し、整然とした市街地を整備することによって居住環境の向上を図

る目的で行う事業のこと。 

 

（は行） 

・ひたちＢＲＴ Ｐ19 

  2005 年に廃線となった旧日立電鉄線の廃線敷の一部を活用して整備されたＢＲＴ（バス・ラピッド・

トランジット：バス高速輸送システム）のこと。バス専用道路や専用レーンを走行することにより、渋滞

に左右されない定時性・速達性を兼ね備えた新交通システムである。 

  本市では、バス事業者や沿線住民、周辺の企業・学校と協力をしながら、分かりやすい時刻表の作成や

周辺環境の整備など、ひたちＢＲＴの利用促進に向けた取組を行っている。 

 

（や行） 

・山側住宅団地 Ｐ５ 

  昭和 40 年代から 60 年代にかけて住宅需要に対応するために開発された国道６号以西の山側に広がる

大規模住宅団地のこと。同時期に同世代の住民が移り住んだことにより偏った年齢構成となっており、高

齢化や空き家などの問題が顕在化している。良好な住環境や眺望などをいかした利活用が検討されてい

る。 

・用途地域 Ｐ17 

  都市計画法に基づく地域地区の一つ。その地域の用途や使用目的に合うように定められており、主に

「住居系」「商業系」「工業系」の３つに大別され、全部で 13種類に分類されている。 

  都市機能の維持増進、住環境の保護などを目的とした土地の合理的利用を図るため、建築物の用途、容

積率、建ぺい率などが定められている。 

 

 

 

 


